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＜総 説＞  

収穫逓増と弾力的な労働供給の場合の独占的競争下の非自発的失業 1 
田中靖人 

同志社大学経済学部 
<要旨>  

消費者の効用が消費と貯蓄によって決まるモデルを用いて，独占的競争のもとで労働供給が弾力

的（分割的）であり，規模に関して収穫逓増的な技術の場合にも均衡財政乗数が 1 になることを

示すとともに政府支出が十分でなければ非自発的失業が存在し，名目賃金率や物価が伸縮的であ

っても非自発的失業は解消せず完全雇用が自動的には達成されないことを証明する。またごく簡

単なモデルによって企業と消費者からなるゲームのナッシュ均衡において非自発的失業が存在し

うることを示す。  

<キーワード>  

弾力的な労働供給，収穫逓増，独占的競争，均衡財政乗数，非自発的失業の存在証明，ナッシュ

均衡  

 
Involuntary unemployment in monopolistic competition under divisible labor 

supply and increasing returns to scale   
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<Abstract>  

Using a model in which consumers’ utility is determined by consumption and savings, we show that the 
balanced budget multiplier is 1 in monopolistic competition even under divisible (or elastic) labor supply and 
increasing returns to scale, and we also prove the existence of involuntary unemployment when government 
expenditure is insufficient and that involuntary unemployment is not eliminated and full employment is not 
automatically achieved even if the nominal wage rate and prices are flexible. Also using a simple model we 
show that involuntary unemployment occurs in Nash equilibrium of a game with a firm and consumers. 

<Keywords> 
Divisible labor supply, Increasing returns to scale, Monopolistic competition, Balanced budget multiplier, 
Proof of the existence of involuntary unemployment, Nash Equilibrium 

  
 

1. はじめに 

 木村正信氏は MACRO REVIEW に掲載された論文（木村(2016)）において Mankiw(1988)，
Dixon(1988)などのニューケインズ派の人々による分析とは異なり独占利潤を介した乗数効果では

なく労働所得を介した乗数効果を分析し，独占的競争においては均衡財政乗数が 1 より小さくな

るという結論を得ている。筆者は前稿（田中(2020)）において利潤が消費に使われないという木
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村氏の仮定ではなく利潤も労働所得もともに同じように支出される場合には均衡財政乗数が 1 に

等しくなることを示し，同時に労働供給が非弾力的（あるいは非分割的）で規模に関して収穫一

定の技術の場合の非自発的失業の存在を論証した。本稿ではその議論を労働供給が弾力的で規模

に関して収穫逓増的な技術の場合に拡張し，そのときも需要不足による非自発的失業が存在し，

名目賃金率や物価が伸縮的であっても非自発的失業はまったく解消されないことを証明する。労

働供給が非弾力的（あるいは非分割的）であるとは，消費者（労働者）にとって働くか働かない

かの二者択一の選択になっていて労働供給が 1 か 0 の値をとることを意味し，労働供給が弾力的

（あるいは分割的）な場合は消費者がその効用を最大化するように財の需要を決めるとともに労

働供給が 0 と 1 の間の実数値をとるように決定される。また，規模に関する収穫逓増は雇用の増

加に伴って労働生産性（労働雇用 1単位当たりの生産量）が大きくなることである。 

  次の節ではモデルの構造を説明し，消費者の労働供給を含む各経済主体の最適化行動を分析す

るとともに均衡財政乗数が 1 に等しいことを示す。第 3 節において非自発的失業が存在する可能

性について論じる。第 4 節においてごく簡単なモデルによって企業と消費者からなるゲームのナ

ッシュ均衡において非自発的失業が存在しうることを示す。 

 

2.  各経済主体の最適化行動と均衡予算乗数 

 前稿と同じく木村(2016)のモデルと同様のモデルを用いるが労働の不効用を消費者の効用関数

に含める。労働の不効用は個人の労働供給に依存する。この節では家計・企業・政府の最適化行

動と均衡予算乗数を分析する。 

2.1   家計 

 企業に雇用されている消費者および失業している消費者はそれぞれに自らが得た所得をもとに

消費と貯蓄を行う。まず消費財のバスケットと貯蓄による効用最大化の解を求め，その後支出を

一定とした消費財バスケットの最大化を考える。雇用されている消費者の消費財バスケットを𝐶𝐶𝑒𝑒，
貯蓄を𝑆𝑆𝑒𝑒，失業している消費者の消費財バスケットを𝐶𝐶𝑢𝑢，貯蓄を𝑆𝑆𝑢𝑢，個人の労働供給を𝑙𝑙  で表す。

0 ≤ 𝑙𝑙 ≤ 1  である。労働の不効用をΓ(𝑙𝑙)とする。Γ(𝑙𝑙)は正の値をとり𝑙𝑙について凸で厳密に単調増加

関数であるとする。したがってΓ(𝑙𝑙) > 0, Γ′(𝑙𝑙) > 0, Γ′′(𝑙𝑙) ≧ 0である。またΓ(0) = 0と仮定する。失

業している消費者も雇用されたときの方が効用が大きいならば働くことを希望するが，労働需要

が足りなければその望みは実現されず非自発的に失業することになる。消費財のバスケット価格

を𝑃𝑃，名目賃金率を𝑤𝑤，雇用量を𝐿𝐿（雇用量×労働供給は 𝐿𝐿𝑙𝑙），税を𝑇𝑇とする。また労働人口，ある

いは完全雇用のときの雇用量を𝐿𝐿𝑓𝑓で表す。企業から消費者に配分される利潤は一人当たりΠであ

るとする。この利潤は雇用されている消費者も失業している消費者も同様に受け取ることができ

る。 

  まず雇用されている消費者の効用を次の関数で表す。  

 𝑈𝑈𝑒𝑒 = (𝐶𝐶𝑒𝑒)𝛼𝛼 �𝑆𝑆
𝑒𝑒

𝑃𝑃
�
1−𝛼𝛼

− Γ(𝑙𝑙) 
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財の消費に関する効用は単純なコブ・ダグラス型効用関数を仮定し，消費による効用と労働の不

効用とは加法分離的であるとする。付録においてより一般的な（ホモセティックな）効用関数で

表される場合を検討する。予算制約式は  

 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 + 𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π 

である。  

 𝑡𝑡 = 𝑇𝑇
𝐿𝐿
 

は一人当たりの税負担であるが，税は雇用されている消費者だけが納めると仮定する（全員が納

めると仮定することもできるが）ので分母は𝐿𝐿である。 

 同様に失業している消費者の効用を次の関数で表す。  

𝑈𝑈𝑢𝑢 = (𝐶𝐶𝑢𝑢)𝛼𝛼 �
𝑆𝑆𝑢𝑢

𝑃𝑃 �
1−𝛼𝛼

 

予算制約式は  

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑢𝑢 + 𝑆𝑆𝑢𝑢 = Π 

である。 

  雇用されている消費者，失業している消費者それぞれについて消費財バスケットは連続体[0,1]上
に無数に存在する消費財の消費𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒，𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢から構成され  

 𝐶𝐶𝑒𝑒 = �∫10 (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒)
𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1

 

 

 𝐶𝐶𝑢𝑢 = �∫10 (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢)
𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1

 

と表される。𝜎𝜎は消費財間の代替の弾力性を表し𝜎𝜎 > 1である。また消費財バスケットの価格𝑃𝑃は
各財の価格を𝑝𝑝𝑖𝑖として  

 𝑃𝑃 = �∫10 𝑝𝑝𝑖𝑖1−𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑�
1

1−𝜎𝜎 

と定義される。 

 それぞれの効用最大化の一階条件と予算制約式によって以下の消費関数と貯蓄関数が得られる。  

 𝐶𝐶𝑒𝑒 = 𝛼𝛼(𝑤𝑤𝑤𝑤−𝑡𝑡+Π)
𝑃𝑃

 

 

 𝑆𝑆𝑒𝑒 = (1 − 𝛼𝛼)(𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π) 
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 𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝛼𝛼Π
𝑃𝑃

 

 

 𝑆𝑆𝑢𝑢 = (1 − 𝛼𝛼)Π 

第二段階における支出を一定した消費財バスケットの最大化問題のラグランジ関数は以下のよう

に表される。  

 ℒ𝑒𝑒 = �∫10 (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒)
𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1 − 𝜆𝜆𝑒𝑒 �∫10 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝛼𝛼(𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π)� 

 

 ℒ𝑢𝑢 = �∫10 (𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢)
𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1 − 𝜆𝜆𝑢𝑢 �∫10 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝛼𝛼Π� 

𝜆𝜆𝑒𝑒，𝜆𝜆𝑢𝑢はラグランジ乗数である。これらの最大化問題を解けば雇用されている消費者，失業して

いる消費者それぞれについて各財の需要関数  

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒 = �
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑃𝑃
�
−𝜎𝜎 𝛼𝛼(𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π)

𝑃𝑃
 

 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢 = �
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑃𝑃
�
−𝜎𝜎 𝛼𝛼Π

𝑃𝑃
 

が得られる。 

  雇用されている消費者の間接効用関数は次のように表される。  

 𝑉𝑉𝑒𝑒 = �𝛼𝛼(𝑤𝑤𝑤𝑤−𝑡𝑡+Π)
𝑃𝑃

�
𝛼𝛼
�(1−𝛼𝛼)(𝑤𝑤𝑤𝑤−𝑡𝑡+Π)

𝑃𝑃
�
1−𝛼𝛼

− Γ(𝑙𝑙)  = 𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼 �𝜔𝜔𝑙𝑙 − 𝑡𝑡
𝑃𝑃

+ Π
𝑃𝑃
� − Γ(𝑙𝑙)  

𝜔𝜔 = 𝑤𝑤
𝑃𝑃
は実質賃金率である。 𝑉𝑉𝑒𝑒を𝑙𝑙 で微分して 0 とおくと   

𝜕𝜕𝑉𝑉𝑒𝑒

𝜕𝜕𝑙𝑙
= 𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼 𝜔𝜔 − Γ′(𝑙𝑙) = 0 

となる。これが効用を最大化する労働供給を求める式であるが，この式からΓが凸関数ならば 

                                   𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝛼𝛼(1−𝛼𝛼)1−𝛼𝛼

Γ′′(𝑤𝑤)
> 0                                                                           (1) 

 

が得られる。したがって労働供給𝑙𝑙は実質賃金率𝜔𝜔の増加関数である。 

  𝑙𝑙 = 0のとき  

                                                  𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼𝜔𝜔 − Γ′(0) > 0                                                                   (2) 

であれば𝑙𝑙 > 0となる。 
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   一方失業している人の間接効用関数は 

 

𝑉𝑉𝑢𝑢 = �𝛼𝛼Π
𝑃𝑃
�
𝛼𝛼
�(1−𝛼𝛼)Π

𝑃𝑃
�
1−𝛼𝛼

=𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼 Π
𝑃𝑃
 

である。 

 

2.2   政府 

  木村氏のモデルと，また前稿と同様に政府は公務労働を雇用して賃金を支払うとともに税を徴収

して消費財バスケットを購入する。政府が購入する各財の量を𝑔𝑔𝑖𝑖，消費財バスケットを𝐺𝐺とする

と  

 𝐺𝐺 = �∫10 𝑔𝑔𝑖𝑖
𝜎𝜎−1
𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜎𝜎
𝜎𝜎−1

 

である。公務労働の雇用量を𝑁𝑁として政府の予算制約は  

 𝑇𝑇 = 𝑤𝑤𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝐺𝐺 

と表される。𝐺𝐺は実質値で𝑇𝑇は名目値である。予算制約のもとで政府の消費財バスケットを最大化

すると政府による各財の需要  

 𝑔𝑔𝑖𝑖 = �𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑃𝑃
�
−𝜎𝜎
𝐺𝐺 

が得られる。 

2.3   企業 

  ここでも木村氏のモデルおよび前稿と同様に企業の参入・退出がない短期を仮定し企業数を 1 と

する。企業が 1 社であるということではなく 1 の大きさの連続体上に無数の企業が存在する。同

様に各消費財𝑑𝑑  も連続体[0,1]上に無数に存在し各企業はその内の一つの消費財を生産する。その

財については独占的であるが無数の代替的な財が存在するので各企業は消費財バスケットの価格

𝑃𝑃を与えられたものとして自らが生産する財の価格を決める。 

  生産は労働のみによって行われ生産量 1 単位ごとに追加的な費用がかかるが，その追加的な費用

は生産量，正確には労働雇用の増加とともに小さくなる。これは規模に関する収穫逓増を意味す

る。企業𝑑𝑑の労働雇用量を𝑛𝑛𝑖𝑖，労働生産性，すなわち労働 1 単位当たりの生産量を𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)とするとそ

の企業の生産量は  

 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) 

によって与えられる。収穫逓増により𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)は増加関数であり，すべての企業について共通である。

企業𝑑𝑑の需要を𝑑𝑑𝑖𝑖とすると，𝑑𝑑𝑖𝑖は家計の需要と政府の需要の合計なので  

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒 + �𝐿𝐿𝑓𝑓 − 𝐿𝐿�𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢 + 𝑔𝑔𝑖𝑖 = �𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑃𝑃
�
−𝜎𝜎
�𝑤𝑤𝐿𝐿𝑤𝑤−𝑇𝑇+𝐿𝐿𝑓𝑓Π

𝑃𝑃
+ 𝐺𝐺� 
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と表される。本稿では𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒，𝑐𝑐𝑖𝑖𝑢𝑢はそれぞれ雇用されている消費者，失業者一人一人の需要であるか

ら𝐿𝐿や𝐿𝐿𝑓𝑓 − 𝐿𝐿  がかかっている。均衡においては𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)  が成り立つ。これを価格𝑝𝑝𝑖𝑖で微分する

と 

𝜕𝜕𝑛𝑛𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

=
1

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

 

が得られる。また 

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

= −𝜎𝜎
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖

 

が成り立つ。労働生産性の雇用量に関する弾力性を  

𝜁𝜁 =
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′(𝑛𝑛𝑖𝑖)
𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)

 

とおく。企業𝑑𝑑の利潤は  

𝜋𝜋𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 −
𝑤𝑤

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
𝑑𝑑𝑖𝑖 

と表される。固定費は捨象する。利潤最大化の 1階条件を求めると， 

𝜕𝜕𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

= 𝑦𝑦′
𝜕𝜕𝑛𝑛𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

=
𝑦𝑦′

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

 

より 

𝜕𝜕𝜋𝜋𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

= 𝑑𝑑𝑖𝑖 + �𝑝𝑝𝑖𝑖 −
𝑤𝑤

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
+

𝑦𝑦′
𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′
𝑦𝑦2(𝑛𝑛𝑖𝑖)

𝑤𝑤𝑑𝑑𝑖𝑖�
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

 

= 𝑑𝑑𝑖𝑖 + �𝑝𝑝𝑖𝑖 −
𝑤𝑤

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
+

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′
𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)+𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
𝑤𝑤�𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖
= 𝑑𝑑𝑖𝑖 + �𝑝𝑝𝑖𝑖 −

𝑤𝑤
𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)+𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′

� 𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

=0 

 

が得られる。これを解いて  

𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑤𝑤

𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦′
+
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝜎𝜎

 

となる。したがって 

𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑤𝑤

�1 − 1
𝜎𝜎� (1 + 𝜁𝜁)𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)

 

を得る。ここで 𝜇𝜇 = 1
𝜎𝜎

 とすると，  
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𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑤𝑤

(1 − 𝜇𝜇)(1 + 𝜁𝜁)𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)
 

 

である。全企業は対称的なので  

 𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑤𝑤
(1−𝜇𝜇)(1+𝜁𝜁)𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)

  

が成り立つ。この式から 

                                                              𝜔𝜔 = 𝑤𝑤
𝑃𝑃

= (1 − 𝜇𝜇)(1 + 𝜁𝜁)𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)                                            (3) 

を得る。したがって実質賃金率は雇用量 𝑛𝑛𝑖𝑖 の増加関数である。雇用が増えるとそれ以上の割合で

生産が増えるので実質賃金率が高くなる。図に描けば右上がりの労働需要曲線が導かれるが，労

働需要が実質賃金率の増加関数であることを意味するものではない。労働需要は財の需要によっ

て決定される。 

 各企業の雇用 𝑛𝑛𝑖𝑖 はすべて等しい。全企業の雇用の和は  

�
1

0
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑖𝑖 

と表され，政府による公務労働の雇用を含めた総雇用量（雇用量×労働供給）は  

                                                   𝐿𝐿𝑙𝑙 = 𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝑁𝑁                                                                              (4) 

を満たす。生産の合計は𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)である。                  

 生産物の売上は労働に対する報酬と利潤の配分の和に等しいので次の式が成り立つ。  

 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) = 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝑓𝑓Π (5) 

 

2.4 生産物市場 

    (4) により  

𝑤𝑤𝐿𝐿𝑙𝑙 = 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝑤𝑤𝑁𝑁 

となるが，これと(5)によって  

 𝑤𝑤𝐿𝐿𝑙𝑙 + 𝐿𝐿𝑓𝑓Π = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑤𝑤𝑁𝑁 (6) 

 が得られる。 

  生産物市場の均衡条件は  

 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) = 𝛼𝛼�𝑤𝑤𝐿𝐿𝑙𝑙 − 𝑇𝑇 + 𝐿𝐿𝑓𝑓Π� + 𝑃𝑃𝐺𝐺 (7) 

である。左辺は生産物の総供給，右辺は総需要であり，消費者による需要と政府による需要の和

になっている。(6)を用いると (7)は  
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 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) = 𝛼𝛼(𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) + 𝑤𝑤𝑁𝑁 − 𝑇𝑇) + 𝑃𝑃𝐺𝐺 (8) 

と書き表される。𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)について解くと  

 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) = 1
1−𝛼𝛼

(𝑃𝑃𝐺𝐺 + 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑁𝑁 − 𝛼𝛼𝑇𝑇) 

となり，実質値で表して  

 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) = 1
1−𝛼𝛼

�𝐺𝐺 + 𝛼𝛼𝜔𝜔𝑁𝑁 − 𝛼𝛼𝑇𝑇
𝑃𝑃
� (9) 

を得る。 

 

2.5 均衡財政乗数 

  均衡財政政策の効果を検討する。政府の予算制約を守るように𝐺𝐺と𝑇𝑇  を増やすので，𝑃𝑃を一定と

して𝑃𝑃𝑑𝑑𝐺𝐺 = 𝑑𝑑𝑇𝑇 が成り立つ。(9) によって  

 𝑑𝑑(𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)) = 1
1−𝛼𝛼

�𝑑𝑑𝐺𝐺 − 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑃𝑃
� 

であるから  

𝑑𝑑(𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖))
𝑑𝑑𝐺𝐺

=
1 − 𝛼𝛼
1 − 𝛼𝛼

= 1 

となり，均衡財政乗数は 1 であることがわかる。 

 

3.  非自発的失業の存在証明 

3.1 非自発的失業の存在 

    (4)の𝐿𝐿𝑙𝑙が𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙より小さければ非自発的失業が存在する。(1)が成り立てば労働供給は実質賃金率

の増加関数であり，収穫逓増のもとにおいてはその実質賃金率は雇用量の増加関数であるから，

労働供給は雇用量の増加関数となり𝐿𝐿𝑙𝑙は雇用量𝐿𝐿の増加関数である。したがって𝐿𝐿 < 𝐿𝐿𝑓𝑓に対して

𝐿𝐿𝑙𝑙 < 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙が成り立つ。 

 このモデルで留保賃金率について考えてみよう。留保賃金率とは消費者（労働者）にとって働

くことと働かないかことが無差別となるような名目または実質賃金率である。大瀧雅之氏の一連

の論文と著書（大瀧(2007)，Otaki(2007)，Otaki(2009)，Otaki(2015)など）では非弾力的な労働供給

を想定し均衡において実際の賃金率が留保賃金率に等しくなると仮定されている。労働供給が弾

力的である本稿のモデルであれば(2)を等式で満たす実質賃金率が留保実質賃金率ということにな

るが，それは次のように表される。 

𝜔𝜔𝑅𝑅 =
Γ′(0)

𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼
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しかし，実質賃金率が𝜔𝜔𝑅𝑅に等しいときには働くことと働かないことが無差別となるのではなく労

働供給がゼロとなる。したがって均衡において実質賃金率が𝜔𝜔𝑅𝑅に等しいということにはならない。

両者を一致させるメカニズムはない。 

  (4)によって𝑓𝑓，𝑁𝑁が一定のもとで雇用量𝐿𝐿が増えるためには財の生産量𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)が増えないといけ

ないが，(9)からわかるように𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)  を決定するものは定数か政策変数であるから自動的に，す

なわち市場のメカニズムの働きで 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖) を増やすような力は存在しない。 以上によって𝜔𝜔 > 𝜔𝜔𝑅𝑅，

𝐿𝐿 < 𝐿𝐿𝑓𝑓で非自発的失業が存在するとき，政府が何もしなければそのままの状態が続く。 

 

3.2 名目賃金率の下落について 

  非自発的失業が存在するならば名目賃金率が下落するという考え方もある。そうだとしても，そ

れによって非自発的失業が解消されるのであろうか？名目賃金率𝑤𝑤が下落すると財の価格も同じ

率で下落し，(3)によって生産量が変わらなければ実質賃金率は(1 − 𝜇𝜇)(1 + 𝜁𝜁)𝑦𝑦(𝑛𝑛𝑖𝑖)  に等しく変化

しない。また(9)において𝐺𝐺，𝑁𝑁および実質の税負担 𝑇𝑇
𝑃𝑃
が変わらなければ名目賃金率と物価の下落に

よって変化するものは何もない。したがって非自発的失業が存在するときに名目賃金率が下落し

ても総需要が増えないので非自発的失業はまったく解消されないのである。 

 

4. ナッシュ均衡としての非自発的失業 

 前節までのモデルを簡略化して非自発的失業が企業と消費者からなるゲームのナッシュ均

衡において生じるか否かを確認する。次のような経済を想定する。財は１種類，企業数は１，

消費者が２人いる。消費者は１単位の労働を供給し，企業は労働１単位によって財１単位を生産

する。企業は１つだけであるが競争的に行動し，財の価格は名目賃金率に等しい。名目賃金率は

１であるとする。企業と消費者について以下のような戦略の組を考える。 

 

 企業：１人の消費者を雇用し１単位の財を生産する。 

 雇用されている消費者：１単位の労働を供給し，0.5 単位の財を購入・消費して，残りの所得を

貯蓄する。静学的なモデルなのでその貯蓄は残される。 

 雇用されていない消費者：消費はゼロである。 

 

また，政府が存在して 0.5 単位の財を購入する。政府の行動は与えられたものである。雇用され

ている消費者の 0.5 の消費は効用最大化による。上記の戦略の組はナッシュ均衡になっているで

あろうか。 
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 企業：政府の行動および雇用されている消費者と雇用されていない消費者の行動を所与とすれ

ば１人の消費者を雇用し１単位の財を生産するのは最適である。 

 雇用されている消費者：自らが雇用されていることを前提とすれば１単位の労働供給，0.5 単位

の消費は最適である。 

 雇用されていない消費者：自らが雇用されていないことを前提とすれば消費ゼロは最適であ

る。 

 

以上によってナッシュ均衡において非自発的失業が存在することが確認された。ここで政府の財

購入が 1 に増えたとすると以下のような戦略の組がナッシュ均衡になるであろう。 

 

 企業：2 人の消費者を雇用し 2 単位の財を生産する。 

 雇用されている消費者 1：１単位の労働を供給し，0.5 単位の財を購入・消費して，残りの所得

を貯蓄する。 

 雇用されている消費者 2：１単位の労働を供給し，0.5 単位の財を購入・消費して，残りの所得

を貯蓄する。 

 

 名目賃金率が下がっても同じ割合で物価も下がり，状況は何も変わらない。 

  

5. おわりに：今後の拡張について 

    前稿と同様に本稿のモデルでは消費者の効用が財の消費と貯蓄によって決まると仮定している

が，その貯蓄がどのように処理されるかが考えられてはいない。モデルが静学的なものなので貯

蓄された後の処分が考慮されていないのであるが，上で触れた大瀧雅之氏の一連の研究では世代

重複モデルを用いてこの問題が扱われている。人々が若年期と老年期（退職期）の 2 期間生存し，

二つの世代が重複して推移する基本的な世代重複モデルを考えると，若年期に残した貯蓄が次の

期の老年世代の消費に当てられることになりモデルが閉じた構造になる。単純な世代重複モデル

では貯蓄だけがあって債務はないが，例えば若年期の前に労働せず消費だけを行う幼年期を置き，

その消費に要する費用は親世代（そのときの若年世代）からの借り入れや政府からの奨学金で賄

い，それを働くようになってから返済すると考えれば債務を抱えることになる。その一方老年期

の生活を支える賦課方式による年金制度があれば貯蓄が減る 1。本稿のモデルでは生産が労働のみ

によって行われているので生産要素に資本を含めることも一般化の方向性の一つではあろうが，

労働のみで生産が行われる世代重複モデルを用いて分析を行うことも意味のあることだと思われ

る。 

 

1 貯蓄と債務の存在は名目賃金率の変化がもたらす影響に関係する。 
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付録：一般的な効用関数と労働供給について 

 雇用されている消費者について，𝐹𝐹を厳密な単調増加関数（𝐹𝐹′ > 0）として財の消費に関する単

純なコブ・ダグラス型効用関数を一般化した以下の効用関数を考える。  

𝑈𝑈𝑒𝑒 = 𝐹𝐹 �𝜑𝜑 �𝐶𝐶𝑒𝑒 ,
𝑆𝑆𝑒𝑒

𝑃𝑃 �
� − Γ(𝑙𝑙) 

𝜑𝜑を一次同次な関数とすると財の消費にについての効用関数はいわゆるホモセティックなもので

ある。したがって消費と実質の貯蓄の比は価格のみによって決定され所得には依存しないが，𝐶𝐶𝑒𝑒

と
𝑆𝑆𝑒𝑒

𝑃𝑃
の価格はともに𝑃𝑃であるからそれらの比は一定である。予算制約式は同じ 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 + 𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π 

であり，効用最大化条件は  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑒𝑒

=
𝜕𝜕𝜑𝜑

𝜕𝜕 �𝑆𝑆
𝑒𝑒

𝑃𝑃 �
 

となる。  

𝛼𝛼 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 + 𝑆𝑆𝑒𝑒
 

とおくと消費財バスケットと貯蓄の需要関数は  

 𝐶𝐶𝑒𝑒 = 𝛼𝛼(𝑤𝑤𝑤𝑤−𝑡𝑡+Π)
𝑃𝑃

, 𝑆𝑆𝑒𝑒 = (1 − 𝛼𝛼)(𝑤𝑤𝑙𝑙 − 𝑡𝑡 + Π) 

である。𝜔𝜔 = 𝑤𝑤
𝑃𝑃
および 

𝜓𝜓�𝜔𝜔𝑙𝑙 −
𝑡𝑡
𝑃𝑃

+
Π
𝑃𝑃
� = 𝜑𝜑 �𝛼𝛼 �𝜔𝜔𝑙𝑙 −

𝑡𝑡
𝑃𝑃

+
Π
𝑃𝑃
� , (1 − 𝛼𝛼) �𝜔𝜔𝑙𝑙 −

𝑡𝑡
𝑃𝑃

+
Π
𝑃𝑃
�� 

 

として間接効用関数は次のように表される。  

 𝑉𝑉𝑒𝑒 = 𝐹𝐹 �𝜓𝜓 �𝜔𝜔𝑙𝑙 − 𝑡𝑡
𝑃𝑃

+ Π
𝑃𝑃
�� − Γ(𝑙𝑙) 

𝑉𝑉𝑒𝑒を最大化するように𝑙𝑙を決める条件は  

                                                                    𝜕𝜕𝑉𝑉
𝑒𝑒

𝜕𝜕𝑤𝑤
= 𝐹𝐹′𝜓𝜓′𝜔𝜔 − Γ′(𝑙𝑙) = 0                                                               (10) 

である。𝐼𝐼 = 𝜔𝜔𝑙𝑙 − 𝑡𝑡
𝑃𝑃
− Π

𝑃𝑃
 として 
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𝜓𝜓′ =
𝑑𝑑𝜓𝜓
𝑑𝑑𝐼𝐼

= 𝛼𝛼
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑒𝑒

+ (1 − 𝛼𝛼)
𝜕𝜕𝜑𝜑

𝜕𝜕 �𝑆𝑆
𝑒𝑒

𝑃𝑃 �
=
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑒𝑒

 

であり，𝜑𝜑が一次同次であるから𝜓𝜓′は一定である。(10)から  

𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑑𝑑𝜔𝜔

=
𝐹𝐹′𝜓𝜓′ + 𝐹𝐹′′(𝜓𝜓′)2𝜔𝜔𝑙𝑙
Γ′′(𝑙𝑙) − 𝐹𝐹′′(𝜓𝜓′)2𝜔𝜔2 

を得る。これが正ならば労働供給𝑙𝑙は実質賃金率𝜔𝜔の増加関数である。単純なコブ・ダグラス型効

用関数の場合は𝐹𝐹′ = 1, 𝐹𝐹′′ = 0，𝜓𝜓′ = 𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼であるから  

𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑑𝑑𝜔𝜔

=
𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼

Γ′′(𝑙𝑙)
 

となる。財の消費に関する効用関数が対数線形型の場合は  

 𝑈𝑈𝑒𝑒 = 𝛼𝛼ln𝐶𝐶𝑒𝑒 + (1 − 𝛼𝛼)ln 𝑆𝑆𝑒𝑒

𝑃𝑃
− Γ(𝑙𝑙) = ln �(𝐶𝐶𝑒𝑒)𝛼𝛼 �𝑆𝑆

𝑒𝑒

𝑃𝑃
�
1−𝛼𝛼

� − Γ(𝑙𝑙) 

 

 𝑉𝑉𝑒𝑒 = ln �𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼 �𝜔𝜔𝑙𝑙 − 𝑡𝑡
𝑃𝑃

+ Π
𝑃𝑃
�� − Γ(𝑙𝑙) 

であって𝐹𝐹(𝜓𝜓) = ln𝜓𝜓に対して𝐹𝐹′ = 1
𝜓𝜓

, 𝐹𝐹′′ = − 1
𝜓𝜓2，𝜓𝜓′ = 𝛼𝛼𝛼𝛼(1− 𝛼𝛼)1−𝛼𝛼，𝜓𝜓′

𝜓𝜓
= 1

𝑑𝑑𝑤𝑤−𝑡𝑡
𝑃𝑃+

Π
𝑃𝑃

 であり，(10)よ

りΓ′(𝑙𝑙) = 𝐹𝐹′𝜓𝜓′𝜔𝜔 = 𝜓𝜓′
𝜓𝜓
𝜔𝜔 であるから  

𝐹𝐹′𝜓𝜓′ + 𝐹𝐹′′(𝜓𝜓′)2𝜔𝜔𝑙𝑙 =
𝜓𝜓′
𝜓𝜓
−

(𝜓𝜓′)2

𝜓𝜓2 𝜔𝜔𝑙𝑙 =
𝜓𝜓′
𝜓𝜓 �1 −

𝜓𝜓′
𝜓𝜓
𝜔𝜔𝑙𝑙� =

𝜓𝜓′
𝜓𝜓

(1 − Γ′(𝑙𝑙)𝑙𝑙), 

 

 Γ′′(𝑙𝑙) − 𝐹𝐹′′(𝜓𝜓′)2𝜔𝜔2 = Γ′′(𝑙𝑙) + (𝜓𝜓′)2

𝜓𝜓2 𝜔𝜔2 = Γ′′(𝑙𝑙) + (Γ′(𝑙𝑙))2 

から 

𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑑𝑑𝜔𝜔

=
1 − Γ′(𝑙𝑙)𝑙𝑙

�𝜔𝜔𝑙𝑙 − 𝑡𝑡
𝑃𝑃 + Π

𝑃𝑃� (Γ′(𝑙𝑙)2 + Γ′′(𝑙𝑙))
 

が得られる。Γ(𝑙𝑙)が凸関数で1 − Γ′(𝑙𝑙)𝑙𝑙 > 0ならばこれは正であり，労働供給は実質賃金率の増加

関数である。 
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